
区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 099 り 平太郎のおばけやしき 寮　美千子　文 ロクリン社 2016

2 E ふ ねないこだれだ せな　けいこ　さく・え 福音館書店 1969

3 E かじ 島ひきおに 梶山　俊夫　絵 山下　明生　文 偕成社 1973

4 E かじ 泣いた赤おに 浜田　廣介　作 梶山　俊夫　絵 偕成社 1993

5 E かわ ばけものつかい 川端　誠　作 クレヨンハウス 1994

6 E きた へえーすごいんだね きたやま　ようこ　作絵 偕成社 1977

7 E たき ソメコとオニ 斎藤　隆介　作 滝平　二郎　絵 岩崎書店 1987

8 E たけ すみっこのおばけ 武田　美穂　作・絵 ポプラ社 2000

9 E たじ じごくのそうべえ 田島　征彦　作 童心社 1978

10 E たな こんたのおつかい 田中　友佳子　作・絵 徳間書店 2004

11 E ぬま おにつばとうさん 沼野　正子　文・絵 福音館書店 2015

12 E ぬま おばけのひっこし さがら　あつこ　文 沼野　正子　絵 福音館書店 1989

13 E ふり まゆとおに 富安　陽子　文 降矢　なな　絵 福音館書店 2004

14 E ふり めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子　作 ふりや　なな　画 福音館書店 1990

15 E みず 妖怪の森 水木　しげる　著 こぐま社 1995

16 E ヴイ ゆうれいフェルピンの話 アストリッド・リンドグレーン　文 イロン・ヴィークランド　絵 石井　登志子　訳 岩波書店 1993

17 E ウオ ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ クリス・ウォーメル　作・絵 吉上　恭太　訳 徳間書店 2004

18 E ウン ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー　さく たむら　りゅういち　やく あそう　くみ　やく 評論社 1977

19 E エリ おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン　文 エヴァ・エリクソン　絵 菱木　晃子　訳 あすなろ書房 2005

20 E デユ おばけパーティ ジャック・デュケノワ　さく おおさわ　あきら　やく ほるぷ出版 1995

21 E ブラ おばけのジョージー ロバート・ブライト　さく・え 光吉　夏弥　訳 福音館書店 1978

22 E プラ ケーキやさんのゆうれい ジャクリーン・Ｋ．オグバン　さく マージョリー・プライスマン　え 福本　友美子　やく フレーベル館 2007

23 EM あか だいくとおにろく 松居　直　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1967

24 EM いし 酒呑童子 川村　たかし　文 石倉　欣二　絵 ポプラ社 2003

25 EM かじ だごだごころころ 石黒　渼子　再話 梶山　俊夫　再話 梶山　俊夫　絵 福音館書店 1993

26 EM かわ しょうとのおにたいじ 稲田　和子　再話 川端　健生　画 福音館書店 2010

27 EM ガル しりっぽおばけ ジョアンナ・ガルドン　再話 ポール・ガルドン　絵 代田　昇　訳 ほるぷ出版 1997

28 EM タガ 鬼の毛三本 ナイエレ・タガビ　再話・絵 さいとう　ゆうこ　文 新世研 2002

29 EM チヨ おばけのトッケビ 金森　襄作　再話 鄭　【スク】香　画 福音館書店 2005
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区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年請求記号 著　　　　　　　　　　　　　　　　　者　　　　

30 140 お おばけは本当にいるの？ 岡島　康治　著 しも　ゆきこ　絵 ＰＨＰ研究所 1999

31 380 お 鬼が出た 大西　広　文 梶山　俊夫ほか　絵 福音館書店 1989

32 388 お お化け大図鑑 ＰＨＰ研究所 2011

33 388 つ 妖怪図鑑 常光　徹　文 飯野　和好　絵 童心社 1994

34 388 と 大天狗先生の　 妖怪学入門 富安　陽子　著 少年写真新聞社 2013

35 388 に 日本の妖怪百科 河出書房新社 2015

36 388 ひ オニの生活図鑑 ヒサ　クニヒコ　文・絵 国土社 1991

37 908 く 鏡 スーザン・クーパーほか　作 角野　栄子　共訳 市河　紀子　共訳　 偕成社 1999

38 913 い 鬼の橋 伊藤　遊　作 太田　大八　画 福音館書店 1998

39 913 う 雨月物語 上田　秋成　作 小沢　章友　編訳 西　のぼる　絵 講談社 1992

40 913 お なきむしおにごっこ おの　りえん　作 降矢　奈々　絵 ポプラ社 1999

41 913 か 宇治拾遺ものがたり 川端　善明　作 岩波書店 2004

42 913 か 帰命寺横丁の夏 柏葉　幸子　作 佐竹　美保　絵 講談社 2011

43 913 こ 雪女　夏の日の夢 ラフカディオ　ハーン　作 脇　明子　訳 岩波書店 2003

44 913 さ ひとりでいらっしゃい 斉藤　洋　作 奥江　幸子　絵 偕成社 1994

45 913 そ ゆうきのおにたいじ 征矢　清　さく 土橋　とし子　え 福音館書店 1997

46 913 た 冥界伝説・たかむらの井戸 たつみや　章　作 広瀬　弦　絵 あかね書房 2003

47 913 と オバケだって、カゼをひく！ 富安　陽子　作 小松　良佳　絵 ポプラ社 2006

48 913 と 鬼の市 鳥野　美知子　作 たごもり　のりこ　絵 岩崎書店 2007

49 913 な 森おばけ 中川　李枝子　さく 山脇　百合子　え 福音館書店 1979

50 913 ふ ぽっぺん先生　地獄へようこそ 舟崎　克彦　著 筑摩書房 1983

51 913 ま オバケちゃん 松谷　みよ子　作 いとう　ひろし　絵 講談社 1991

52 913 も おにの子フウタ 森山　京　作 西川　おさむ　絵 あすなろ書房 1992

53 913 や オニの子・ブン 山中　恒　作 長　新太　絵 理論社 1979

54 933 う 真夜中の電話 ロバート・ウェストール　作 原田　勝　訳 徳間書店 2014

55 933 け 墓場の少年 ニール・ゲイマン　著 金原　瑞人　訳 角川書店 2010

56 933 ひ 幽霊を見た１０の話 フィリパ・ピアス　作 高杉　一郎　訳 岩波書店 1984

57 933 ふ 〈天才フレディ〉と幽霊の旅 シド・フライシュマン　作 野沢　佳織　訳 徳間書店 2011

58 943 ね 赤ちゃんおばけベロンカ クリスティーネ・ネストリンガー　作 フランツィスカ・ビアマン　絵 若松　宣子　訳 偕成社 2011

59 943 ふ 小さいおばけ オトフリート・プロイスラー　作 フランツ・ヨーゼフ・トリップ　絵 はたさわ　ゆうこ　訳 徳間書店 2003

60 989 と いたずら小おに ユリア・ドゥシニスカ　作 内田　莉莎子　訳 学研 1980
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休館日 ２/６(月)、２/１３(月)、２/１４(火)、２/２０(月)、２/２７(月)

○秘  


